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平成 26 年度 第４回 鈴鹿市 子ども子育て会議 

 

開催日時 平成 26 年５月 19 日（月） 13:00～14:50 

場  所 鈴鹿市役所 本館 12 階 1202 会議室 

出席委員 

長澤 貴（会長），駒田 幹彦（副会長），伊藤 圭次郎，井ノ口 智士，南 小百合， 

林 和枝，鎌田 秀一，古市 嘉郁，福本 廣子，近藤 真奈美，伊藤 幹子，中島 夕子，

山口 裕子，西村 治美，伊田 知代，西 繁 

（以上１６名） 

事務局等 

保健福祉部長（松井），保健福祉部次長（和田），保健福祉部参事（舘）， 

児童保育課長（森川），児童保育課計画Ｇ（山田ＧＬ，土橋）， 

児童保育課児童福祉Ｇ（野島ＧＬ），児童保育課保育Ｇ（岩田ＧＬ）， 

子ども家庭支援課長（瀬井），健康づくり課母子保健Ｇ（望月ＧＬ）， 

学校教育課学事Ｇ（川北ＧＬ），計画策定等委託業者１名 

（計１２名） 

傍 聴 者  １０名 

資  料 

１．議事次第 

２．ニーズ調査結果報告書 

３．教育・保育及び地域子育て支援事業の「量の見込み」について（資料１） 

４．子ども・子育て支援に関する各種事業等の基準案について  （資料２） 

備  考  

 

冒頭の事項 

１．開会 

・事務局挨拶（司会進行） 

・委員の出席状況について（出席者１６名，欠席委員２名） 

・新委員の紹介 

・福本委員 

・山口委員 

・三木委員（欠席） 

・西委員 

・新事務局メンバーの紹介 

・幼保一元化推進担当参事 舘 

・児童保育課長 森川 

・児童保育課 計画グループリーダー 山田 

・児童保育課 児童福祉グループリーダー 野島 

・児童保育課 保育グループリーダー 岩田 

・学校教育課 学事グループリーダー 川北 

・部長挨拶 

・配布資料の確認と説明 
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事務局 議事に入らせて頂きます。議事進行は，会長にお願いいたします。 

長澤会長 

よろしくお願いいたします。 

予め申しておきますと，ニーズ調査の結果等については，それぞれの団体の方に持ち

帰って頂いて，次回詳しく意見を伺うことになっておりますので，今回は，持ち帰って

頂くに当たって整理しておかなければならない点を中心に，質疑等をお願いできたらと

思っております。 

では，事項書“2-(1)ニーズ調査の分析と推計等”について，「ニーズ調査の結果報告

書」と合わせて，事務局から説明願います。 

説 明 

（事務局） 

（１）ニーズ調査の分析と推計等 

教育・保育及び地域子育て支援事業の「量の見込み」について（資料１）[事務局説明]

「量の見込み」の算出等のための手引 

家庭類型及び潜在ニーズの把握 

教育・保育の量の見込みの算出方法 

推計結果（教育・保育） 

推計結果（地域子ども・子育て支援事業） 

長澤会長 
「量の見込みについて」の質疑の前に確認ですが，先の会議では，他の自治体との比

較の必要性の議論があったと思いますが，今後調査する予定はありますか。 

事務局 

分析が進んでいる自治体もありますが，他も鈴鹿市と同じような進捗状況［分析中］

です。全ての項目を比較するのは困難かもしれませんが，ホームページなどに掲載され

た結果（情報）も参考にしながら，近隣の都市の中で同じような設問内容の結果を利用

し，ポイントを絞って比較ができればと考えております。 

長澤会長 今後は，「情報が得られ次第」という形でしょうか。 

事務局 はい。 

長澤会長 
わかりました。 

前回，「ひとり親家庭の回収率が悪い」などの調査結果の報告がありましたね。 

事務局 そうです。 

長澤会長 
そうすると，「ひとり親家庭のアンケート調査の回収率が低い」件についても，前回

の会議で出ていたと思いますが，その点については何か，変化等ありますか。 

事務局 
前回の報告では，「3.9%」（回収率）でした。やはり，現実的には，もう少し大きな値

であっても良いかと思いますが，今回のアンケート結果として認識しております。 

駒田副会長 

もしそうであれば，このデータの母集団が，実際の正規分布に合致していない[デー

タの母集団を構成している人数（この場合はひとり親家庭）の把握が違っている]こと

になり，「このデータ自体に問題がある」ということになります。 

調査と母集団との誤差を小さくする[母集団を正確に推計する]為には，回収率を上げ

るか，比率を変えて再計算しなければいけません。そうでなければ，このデータそのも

のが問題を起こしている。統計学知識からするとそうなります。 

他，いくつか気になった点がありますが，１点は，就労状況についてです。資料では，
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時間数だけで計算していて，仕事をしている時間帯については全く考慮していません。

例えば，３時間とすると，“午前中の３時間”としか考えていないので，実際とはそぐ

わない。 

結構，いくつか問題があるので，その辺りを勘案していかないと，「信頼できるデー

タではない」ということになります。 

事務局 
「実態に合わせる」という意味では，今，実績値なども考慮し比較をしております。

今後は，鈴鹿市の現況を把握しながら分析していきます。 

長澤会長 

今後，「何らかの補正を行う予定」ということでよろしいですか。 

では，今後の補正作業も踏まえて，“教育・保育及び地域子育て支援事業の「量の見

込み」について（資料１）”に関して，実態との相違など，皆さまの方からご意見を頂

きたいと思います。 

何かありますか。 

鎌田委員 

“病児・病後児保育事業”と“放課後児童育成事業”の量の見込みについてです。

初に，“放課後児童育成事業”に関して。低学年では，“H24(実績)：1,214 人”となって

いますが，その後，892 人［H27］，849 人［H28］，859 人［H29］，812 人［H30］，785 人

［H31］，と，量の見込みが減っています。（この数値を見ると）このまま量が減ってい

くと推測されますが，私立保育園の運営している実績と感想からすると，希望（見込み

量）は，実績よりも高いと思われます。特に“低学年”［1～3 年生］については，本当

に高い希望があると考えますが，それが全く逆の傾向を示しているのが，少し不思議で

す。 

次に“病児・病後児保育事業”に関しても，鈴鹿市は，祖父母で看れる家庭があると

はいえ，核家族も非常に多くなっている現況からして，H24(実績)からの見込み量につ

いては疑問に思います。［見込み量が少ない］ 

長澤会長 
放課後児童育成事業と病児・病後児保育事業の現状との齟齬(そご)について，事務局

から何か（補足説明）ありますか。 

近藤委員 

“放課後児童育成事業”については，子どもの数は減っていますが，利用者数は昨年

度より増えている現状です。やはり，量の見込みの数値を見たときに違和感を覚え，実

態と異なる所があるのではないかと感じました。 

“病児保育”に関しては，放課後児童クラブにおいても，病気の時に病院内の保育園

に預けている方がどんどん増えています。実態調査を，もう少し行う必要があると思い

ます。 

西村委員 

放課後児童育成事業の利用増加に付随して，ファミリー・サポート・センター事業の

利用率も年々高くなっています［学童保育所などの開始時前や終了後の子どもの預かり

援助活動があるため］。援助活動は，１時間単位援助（サポート）ですが，日々利用率

が高くなっていますので，実績（H24）を加味しても，年々，利用率が上がっていくベ

ースの中，平成２７年度以降の量の見込みについては心配しています。そして，ファミ

リー・サポート・センター事業への期待は高く，放課後児童育成事業に対しても，同様

の傾向が見られます。 
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１つ質問がありますが，地域子育て支援拠点事業の対象年齢についてです。実状は，

殆どが０～３歳［就学前］という形で実施されていますが，対象とする家族類型として

“０～２歳”（資料１）となっているのはなぜでしょうか。 

長澤会長 
対象が“０～２歳”となっていることについての質問ですが，これについては，何か

指針がありましたか。 

事務局 

対象については，国の指針に基づいて行っておりますので，そのような扱いになった

と思いますが，再度確認させて頂きます。 

また，量の見込みについては，ニーズ調査結果を基礎データとし，国の標準的な計画

書（市町村子ども・育て支援事業計画における「量の見込み」の算出等のための手引

［H26.1］）に基づいて暫定的な数値を算出しておりますので，現実と乖離した数値とし

て表れていると感じています。今後の分析（補正）につきましては，考え方を整理し，

現状を考慮しながら進めていく必要があると思います。 

長澤会長 

確認はして頂きますが，表に書いてある考え方は，基本的に国の指針に基づいていま

す。 

また，何度も指摘されております「実態との違い」については，はやり独自の調査が

必要になってくるかと思いますので，またその時にご意見をお願いします。 

その他ありますか。 

福本委員 

時間外保育事業についてです。０歳児は，時間外を希望しても預かってもらえないこ

とがあるようですので，こういった実情も考慮して一般保育の内容を考えてほしいで

す。 

駒田副会長 

おそらく，実感と量の見込み値が違っているのは，抽出方法が異なっているからです。

「抽出方法がどうして実感とズレてきたか」をよく理解した上で，“補正”をかけてい

かないといけない。（例えば）先ほどお話させて頂きましたひとり親に関しては，3.9％

（回収率結果）に補正をかけないとたぶん正確な値ではない。また，「希望があっても

利用できない」という，今のご意見に関しても，意見は以前から出されているはずです

ので，そういった現状も含め補正が必要です。 

今更難しいとは思いますが，各項目で調査と実際のギャップ差がある所は，検討し補

正をかけていかなければいけません。 

長澤会長 

会の始めにも言いましたが，ニーズ調査結果等の資料を，各団体に持ち帰って意見を

聴取して頂き，次回以降，聴取した意見を元に補正をかける流れになるかと思いますの

で，よろしくお願いいたします。 

その他何かありますか。 

鎌田委員 
前回の会議で，「外国人籍の方の問題をどう扱うか」というテーマが出たと思います

が，それはどうなりますか。 

長澤会長 
おそらく，その課題は，今回の「補正をかける」（ニーズ調査の分析）というレベル

の話ではないので，別途審議の必要があると思いますが，事務局の方で何かありますか。

事務局 前回の会議に意見が出ましたが，単なる「補正」で補えるレベルではありません。ま
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た，前回も報告させて頂きましたように，今回のニーズ調査には，外国人籍の方の結果

が入っておりませんので，別途個別に，何らかの形で補足してはどうか思います。 

長澤会長 

その他，何かありますか。 

それでは，次の議題に移ります。 

事項書“（１）各種事業等の基準案”について，事務局より説明願います。 

説 明 

（事務局） 

（２）各種事業等の基準案 

子ども・子育て支援に関する各種事業等の基準案について（資料２） [事務局説明] 

・策定の背景・概要 

・条例で定める基準について 

従うべき基準 

参酌すべき基準 

長澤会長 基準案について，何かご質問はありますか。 

駒田副会長 
「各団体に持ち帰り，意見があれば提出する」という事ですが，ニーズ調査結果や各

種事業の基準案について，持ち帰って検討を行うということですか。 

事務局 
はい。次回は，６月１１日（水）に予定しておりますので，ご意見がありましたら，

「会議開催の前の週末ぐらいまでに，事務局に連絡頂ければ・・」と思っております。

長澤会長 

（期限は）「６月６日（金）まで」ですね。 

他，持ち帰るに当たって明らかにしておきたい点がありましたら，この場で確認願い

ます。 

また事務局より，議論してほしい点があれば発言願います。 

事務局 

特段にはありませんが，この基準案自体のボリュームが多いですし，一般的には読み

にくい箇所があるかもしれません。基本的には国の定めた基準に準じて実施していきた

いと考えておりますが，先ほど申しましたように，黒字が基本的な国の考え方であり，

赤字は，鈴鹿市の方で十分参酌した結果であれば変えても許される範囲ですので，特に

赤字の部分について，具体的なご意見を頂ければと思います。 

長澤会長 

繰り返しですが，黒字は，国から予め決まっている部分です。今後，議論し変更する

余地があるのは赤字の部分です。 

そして，現行（案）では，「赤字の部分も国の指針に従っている」ということです。

説 明 

（事務局） 

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）について補足説明 

・本市基準（案）の表記について 

鎌田委員 国の基準と異なる本市基準（案）はありますか。 

事務局 

“児童の集団の規模”（鈴鹿市 放課後児童健全育成事業の整備及び運営に関する基準

について 2 各種基準と本市の現状）ですが，“概ね４０人以下”（国）に対し，但し書

を付けて基準を緩和［４０人を超えるクラブについては，複数のクラブに分割して運営

することが困難な場合は，安全を確保できる体制下で複数クラスの対応を可能，また，

1 クラス７０人まで］しております。 

鈴鹿市内には，３６箇所の放課後児童クラブがあり，1,500 人を超える児童が利用し
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ておりますが，殆どのクラブが４０人を超えている現状です。国の基準をそのまま適用

すると，多くのクラブが違反している状況となりますので，“概ね４０人以下（国）”を，

“１クラス７０人まで（本市）”としました。 

ただ，いまだに不確定な部分があるが現状です。例えば，放課後児童支援員（指導員

の資格）については，有資格者［保育士や教員，経験者など］が，都道府県知事が行う

研修を終了したものとなっています（国）が，具体的に決まっていない内容（回数，履

修内容など）も多くあります。今後，県に確認し，詳しい情報を次回以降の会議の場で

提供できるかと思います。 

長澤会長 
ありがとうございます。以上，放課後児童クラブについての補足説明でした。 

この放課後児童クラブを含めて，何かご質問等ありますか。 

林委員 

「４０人を超えるグラブについては，複数のクラブに分割・・」（放課後児童クラブ

の集団の規模）と明記されています。数字の上（机上では）簡単ですが，設備や場所な

どの支援を鈴鹿市として行って頂けると受け取ってよいですか。 

事務局 

今までの基準では，児童数が７１人を超えた場合は分割しなければいけません。実際，

いくつかの放課後児童クラブが分割・分所しております。 

今回の国の基準は，概ね４０人以下を１つの支援単位としていますが，実際は，スペ

ースが限られた施設もいくつかありますので，簡単に２つに分けるというは難しいのが

現状です。従って，本市基準（案）では，４０人以下とすることが望ましい（２クラブ

にできる施設，広さがあれば，やって下さい）としています。ただ，子どもたちの安全

面を考えると，児童数が７１人を超えるクラブについては，１つの方法として分割を考

えなくてはなりませんが，「市が積極的に場所を確保し，直ちに分割・移設するか」と

いうと，現状では難しい部分もありますので，基準を超えるクラブについては，行政と

クラブが事前に協議［場所の選定など］しながら進めていくことは考えております。 

林委員 

厳しい状況のクラブがたくさんあると思います。今後計画を策定していくのであれ

ば，現状を調査して，関係者と十分に協議しながら進めて頂きたいと思います。 

それと，開所日数についてですが，“１年につき２５０日以上を原則とし，・・・”と

なっています。これについては，放課後児童クラブの関係者とも協議済みですか。 

事務局 

６月２日（月）に，全放課後児童クラブに集まって頂き説明会を開催します。今日，

委員の皆さんに提示しました基準案を，先週郵送しておりますので，基準案を元に色々

意見をお聞きした後，調整する予定でおります。 

林委員 
“年間２５０日以上開設”は，明記するのは容易いですが，その分経費もかさみます。

その辺りの意見も出てくるとは思いますので，考慮してほしいです。 

長澤会長 駒田委員，お願いします。 

駒田副会長 
話は戻りますが，“病児・病後児保育事業”について，病院内にその機能を作るのは

なかなか難しいです。市としては，どういった方向性を考えていますか。 

事務局 
“病児・病後児保育事業”については，現在，１か所（白子クリニック）に委託し行

っております。データとしての資料はありませんが，これに対する要望は，各方面から
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寄せられている中，１拠点で市全域をカバーするのは困難ですので，将来的な課題とし

ては，地域を分担するような形で，拠点が点在する状況にしていきたい。但し，これも

医師の協力がなくては進まないので，またよろしくお願いいたします。 

駒田副会長 

これだけの人数と規模と場所（地域）を小さな医療機関に委託するのは難しいので，

例えば，現在通園（保育園・幼稚園）している地域で受け入れる所があれば，一番あり

がたいと考えております。 

事務局 

実は，公立保育園の建物の老朽化が進んでおり，建替についても課題として上がって

きておりますので，老朽化問題を検討する中で，病児・病後児保育の機能も組み入れて

いくことを考えていきたいと思います。 

鎌田委員 

病児保育の場合，看護師だけでは対応できない場面もありますので，医師の支援の必

要性は理解できますが，病後児保育，特に治療の必要のない病気回復期の支援［保育園

などで受入れを可能とする］を，鈴鹿市の中で行ってもらえると，大分違うのではない

かと思います。 

駒田副会長 
医師の側からすると，感染の可能性があり登園（登校）できない期間を，そういう形

で管理が出来れば一番良いのかと思います。 

林委員 法律に抵触しませんか。 

駒田副会長 

（登校・登園の停止については）「感染力をもつ期間」となっていまして，治療の必

要のない病気回復期とはずれます。例えば，インフルエンザの感染力があるのは発症か

ら３日程度ですので，その３日の問題です。 

福本委員 

幼稚園の学級閉鎖になった為，保育園に預けにきていた方が見えます。勿論，事前に

確認することではありますが，一時保育ですので，親の都合となれば預かります。 

（無認可であっても）幼児を預かっていますので，「できれば危険は避けたい」とい

う思いは，皆さんと同じです。病院ではなく，別の場所で預かるなどの対策ができれば

ありがたいです。 

長澤会長 その他，何かありますか。林委員，お願いします。 

林委員 

この場での発言が適切かどうかわかりませんが・・・ 

乳児のいる家庭を訪問（こんにちは赤ちゃん訪問）すると，「子どもの預け」に関す

る相談をよく受けます。その時私たち主任児童員は，ファミリー・サポート・センター

事業を案内する立場ですが，ファミリー・サポート活動中の事故について，責任の所在

のあいまいさがテレビでも報道されている中，「何があったらどうしてくれますか」と

いう質問を受け，返事ができず，「非常に怖い案内をしているのか」と自問自答しまし

た。また，１０年ほど前，ファミリー・サポート・センター事業を 初に行っている病

院へ研修に行きました。そこには，医師，弁護士，保健師などが常勤していましたが，

「顔に１つ傷を付けても，裁判になり，とても大変です」というような実例も聞いてき

ました。だから，ファミリー・サポート・センター事業の話を受けた時には，「慎重に

なって下さい」という話をした覚えがあります。 

やはり，ファミリー・サポート・センター事業に対する需要が多い中，鈴鹿市として，
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ファミリー・サポート活動の援護（責任の所在など）についても，組み入れてほしいと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

長澤会長 その点について，今の時点で，事務局よりコメント等ありますか。 

事務局 

確かに，ファミリー・サポート・センター事業というのは，年々，利用者数が増えて

おります。活動中の事故防止のため，事故事例については検証していきたい。また，万

一の事故に備えての提供会員の保険加入の義務化や提供会員の質の向上を図る為の養

成講座の開催・内容の充実，事故対応などを，今後，ファミリー・サポート・センター

と連携して進めていきたいと考えております。 

駒田副会長 

「講習内容を充実させる」というお話ですが，それ以外，色んな事［法律関係など］

についても検討はして頂いているはずです。しかし，実際は，病児を扱うまでには至っ

ていないのが現状です。また，医師の方も，如何に委任状があっても，家族でもない方

に説明しにくいこともあるので嫌がります。 

能力よりも動いていない状況ですが，工夫はして頂いていると思いますし，ファミリ

ー・サポートの講習会については， 近は，内容を変えながら毎年２回ずつやらせて頂

いています。 

西村委員 

三重県は，提供会員になるための２４時間講習をいち早く取り入れております。［全

国的にみてもクリアーされている県は少ない］ 

病児・病後児保育に関しては，当初は，病院と連携を図っていましたが，専門家では

ない私たちのできる支援として，依頼会員の確認が取れた場合に限り“送り”をしてい

る現状があります。 

学級閉鎖に関連した支援については，「元気なのに預け先がなくて困っている」とい

う切実な要望はありますが，感染の可能性を危惧し受入れが出来ていません。病児・病

後児保育が充実すれば，働いている親たちの支援になると実感しております。 

長澤会長 

他，よろしいですか。 

では，資料を各団体に持ち帰り，次回までにさまざまな意見を集約して頂けたらと思

いますので，よろしくお願いいたします。 

今後の予定について，事務局から説明願います。 

説 明 

（事務局） 

次回の予定について  [事務局説明] 

６月１１日（水）１３時～ 

長澤会長 よろしいですか 

委員各位 （⇒異議なし） 

長澤会長 これにて議事を終了したいと思います。事務局に戻します。 

事務局 

ありがとうございました。 

本日は，ニーズ調査の結果等を審議して頂きましたが，全体的なニーズの反映には至

っていませんでした。対比や補正などを行っていきながら， 終的な計画を策定してい

きたいと考えております。また，“子ども・子育て支援に関する各種事業等の基準案に

ついて”（資料２）も，ご意見を頂けたらと思います。どうぞ，よろしくお願いいたし



 

9 
 

ます。 

事務局 
本日は，大変お疲れ様でした。次回，どうぞよろしくお願いいたします。 

これを持ちまして閉会させて頂きます。ありがとうございました。 

 


